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＊＊＊＊２０１７年８月 No.３３４ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

           
＊＊＊＊酉年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊＊     

 今年は夏の前から夏のようでした。テレビのインタビュー

を受けた小さな女の子が、「あついー。たいへん」と答えた

シーンをみて笑ってしまいました。人生は小さいときから「たいへん」なことの連続なのだ！  

そんな「たいへん」な中で、なんとか無事に伝笑鳩334号を発行します。ご笑味下さい。 

 

松山カオリ    ジョークサロンの皆様はお元気に語り、書いていらして何よりうれしいです。 

真夏の日ざしが訪れてきた折に水害のニュースは心が痛みます。 

まだまだ書かせていただくつもりでおりましたのに介護に時間をとられ自分の時間が作れません。上

京もままならず、毎月の伝笑鳩をくり返し眺めております。 常連のメンバーの他に新しい方も少しずつ

増えてる様子を知り気がもめる私です。もうしばらくは皆さんの作品を眺めて勉強させて下さいませ。そ

れでも時折りメモは取っておりますので、年内には又仲間にいれて下さい。メンバーの皆様くれぐれもお

体大切になさって下さいね。夏バテしない鳩さんたちによろしく。 

南朝先生の随想集もすぐに求めたのですが、まだ読み終えておりません。 

 

愛知気晴亭・加藤勝彦     伝笑鳩ありがとうございます。 

写真は“とんとん拍子ごはん”です。 

最近その新作“とんとんまぶし”がTV放映。「デラしゃらほこ丼」はギャルソネさん、

「オイル焼きとんかつ・まんざ」はぐっさん、「とんとんまぶし」はキリンさんと、ＴＶ紹

介が続いてます。私の“「ぴんころ」食べてストライク！”はまだです。 拝 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄   冠省 変わらない温かい御厚情感謝申し上げます。 

本日は嬉しい“伝笑鳩”が飛来して参りました。篤く御礼申し上げます。  コーラス（合掌） 

 心に光が射し込む法話    憲雄和尚の慈しみ 

    和尚の法話にあふれる笑い  涙を知ってる人の味 

     天女ふくよか欄間におわす  越後支える永林寺 

  

長野・松原伸伍   No.333に愚作をけいさい戴きありがとうございました。 

お陰様で生活に張りがでて来て楽しい日々を過ごさせていただいています。 

 

東京・高栄子    今月も勝手なおしゃべり・・・・ハロー  グッドバイ 

 ゆるつながりの会六回シリーズに参加しています。自分の居場所を探し、ゆるく時にはタイトにつながって

いこうという退職直後のメンバーへの講座ですが、私はジョークサロンの先輩方に、ずいぶん前から洗礼を受

けているのでアンケートでも最高ランクに位置づけされていますよ。今迄生きてきた道は知ってるが、今後生

きる道は先輩方に習っていこうと殊勝な心がけの私、今はどんどん太ってほとんどその辺を転がるボールのよ

うな体形ですが、相変わらず可愛がって下さい。 

 

夏が来る スイカを食べて 昼寝して 大いに笑おう ジョークサロンで  【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

   幸 裕 (=交友) 録＠ドイツ 

<幸> ドイツの列車は発車時刻がきたら、合図

なしで静かに発車するねんてな。 

<裕> はいな。そやけど、首都だけは例外で発

車の時、「ベル」が「リン」となるねんで。 

神奈川・大鳥羽裕太郎 
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古文亭南朝選 第１９８回ものは付け  「どうやっても 売れないものは」 

金をかけた自分史            東京   稲葉 浅治 

大和魂                 神奈川  浜田 頓坊 
貧乏神のお守り             埼玉   高木 正明 
ひがみ味の妬み万頭              埼玉    石原 義三 

大根役者                千葉   皆合 かず子 

火の車                  京都   大石 脩 

殺人現場の部屋             東京   高橋 通男 
試作品                 神奈川  田中 茂美 
販売断念                 千葉   岡部 千代松 
高い遅いまずい             東京   三浦 邦夫 
借金の担保に入れた自宅         千葉   海郷 達人 
妻を愛する心              神奈川  武井 美雄 

サイン入りの私のプリクラ        埼玉   北沢 正嗣 

大根のたたき売り            高知   高橋 満子 
形見の金時計              東京   柏谷 達雄 
賞味期限切れの刺身           東京   植竹 団扇 
無絃琴                  東京    奧苑 順子 

 

次回（第199回）の題     「元気が出るものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷5―7―5 神山 徹 宛 

8月7日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

安倍晋三記念せんべい     神奈川  志賀 明      

【評】鼻につく匂いがねー。 

入選 

 

去年のカレンダー             埼玉   酒井 典子 

口の悪いオウム              静岡   野末 紳二 

破れ太鼓                神奈川  藤倉 由紀子 
古女房                 千葉   吉永 こ百合 
自画像                 東京   樋口 七郎 

佳作 

 

ものは付けは第201回から応募先及び選者が変わります。 

＊古文亭南朝先生からジョークサロン金鳥（柴本和夫）に選者が代わります。 
＊応募先も変更となります。ファックスの応募が出来なくなります。 

郵送或いはメールにて受け付けることになります。 

詳しくは改めてご案内申上げます。どうぞよろしくお願いします。 
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東京・樋口七郎   伝笑鳩、首をながーーーーーーーーーーくして待っております。 

 

４人の方に 「あなたの好きな貝（カイ）は」 とききました。 

   私は、バイガイ。わたくしは、アカガイ。僕は、ミルガイ。俺は、タフガイ。 

 

東京・稲葉浅治     川柳「愚か」  毎日が愚か愚かの繰り返し 

 

正論が常に通ると信じてた 

愚かにも連帯保証家失くす 

名弔辞思わず拍手にらまれる 

冗談をまともに信じ待っていた 

  

鎌倉極楽寺・浜田頓坊   甘辛都々逸ほのぼのランド〈99〉 

 〈鴨長明「方丈記」の世界身に沁みる〉 
◇将棋戦 連勝記録の 紙面の下に 大内（延介）九段の 訃報あり 

◇横尾忠則 「腰巻お仙」 「MOMA」から帰って 今町田 

◇「MOMA」は 絵画・彫刻 デザイン・フォト モダン建築 美術館 

◇一国二制度 一国一へ 香港犠牲に さあて習 

◇ヤダなヤダ かつて殿様 細川のあと 街宣車上に 立った女（ひと）     

◇ドイツから来た 大統領に 「ウエルカム」とは どうかなあ 

 〈コール元独首相に「グーテ・ライゼ」〉 
ドイツのコール元首相が 87 歳で亡くなられた。東西ドイツの統一や、欧州連合推進に大きな貢献をされた

彼には、相応しい「欧州葬」であった。かつて（1993年2月28日）北鎌倉の円覚寺の山道で、コール首相を
先頭の一団（約10数名）と遭遇。丁度、真横に来た時に、右手を上げて「グーテ・ライゼ」（ドイツ語で良い
ご旅行をー）と言うと、なんと「ダンケ・シェーン」と。まさか、こんな日本のお寺の山道での一言に「あり
がとうございます」の返事だったのだろう。やはり嬉しかったのだろうね。咄嗟に出たにしても、やはり大物
であったと思う。もう一度同じく「グーテ・ライゼ」と申し上げたい。 

  ＊訂正：前回「海道東征」を「シンフォニー」と書きましたが、「交撃曲：カンタータ」でした 

   

長野・松原伸伍      慢画川柳 ：でっかくもてたい   

 

 

 

        

 

 

 

京都・大石脩         ダジャ連発！！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

  （婦人編） 

ミニスカででっかくもてたい八十路かな 

しわとってでっかくもてたい八十路かな 

つけまつげでっかくもてたい八十路かな 

（紳士編） 

札びらででっかくもてたい八十路かな 

ブランドででっかくもてたい八十路かな 

大福を死ぬ程食べたい八十路かな 

「木の下にいる動物は何でしょう？」 

「猫！ねこ！ネコ！」 

「何故？」 

「猫柳の木だから」 

「それは違うけど、猫、ねこ、ネコは正解。

木下は『根っこ』だからね」 

 

「太陽風って怖いねぇ」 

「そうだね」 

「でも、南極と北極以外には来ないらしい」 

「そう、地球の磁場のおかげ。つまり、爺婆。

爺々婆々のおかげかな！」 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bundesarchiv_B_145_Bild-F074398-0021_Kohl_(cropped).jpg
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大鳥羽裕太郎      幸 裕 (=交友) 録＠ドイツ 

<幸> ドイツはブラジル等と並ぶサッカー大国やそうやな。 

<裕> そうでんねん。世界遺産で有名な大聖堂のある街では、至る所でボールを「ケルン」ですわ。 

<幸> 「フランクフルト」でフルオーケストラのベートーベンを聴いたんやて。 

<裕> 聴きま。指揮者も第1バイオリンも「フランク」な人で、指揮者がタクトを「フルト」素晴らしい 

アンサンブルになりました。 

<幸> 犬を連れて散歩している人を多く見かけたんやて。 

<裕> ええ、ホンマに、それも大きな犬が多かったで。港町「ハンブルク」は例外で、ブルドッグの半分 

くらいの「ハンブルク」ばかりでした。 

<裕> 日本の鉄道は素晴らしく大したものだと思ってきましたが、(それは今も変わりませんが、)「ドイ 

   ツ鉄道」はこれを上まわるところもある強力な存在です。 

<幸> 何やと、日本人のくせにそんな事を言うやつはどこの「ドイツ」や！ 

                              

野本浩一   お写落日記 【楽しみはドイツ初めて旅しつつ どいつこいつと笑み交わすとき】 

ドイツで仕入れたジョーク、現地に暮らす日本人から教わった迷句を少しだけ笑介する。 

１．きれいなブスが多い。 

  公共交通機関が充実している中で、かなりの人がBUSを利用する。英語ではバスと発音する 

 が、ドイツ語では「ブス」である。町中を走るブスはキレイに手入れされている。 

従って、そこら中にきれいなブスが走っている。 

   ★ほらご覧きれいなブスが走ってる あれに乗ってとどいつもが言う 

１．仕事をするとミスが出る。 

  完璧に仕事をする人はいない。そう思えばストレスは溜らないかも。 

２．姑はサボテン。  

触らなければ痛くないが、触ると痛い。なかなか枯れない。時々花を咲かせる（恋に狂う）。 

 ３．嫁は小ギツネ。  結構ずるがしこい、らしい。 

  ★仕事すりゃミスは出るよと言うドイツ 見過ごしはせずどいつも助く 

  ★姑と嫁の確執ドイツでも サボテンのとげ小ギツネ触らず 

  ★その昔かき集めたる宝物は ほんとは誰のものかと思う 

 

神代京子 

 

はめ字 

「藤井君」 
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鎌倉＠若狹芳生         男女のナゾ？ 

○漢字の「女心（おんなごころ）」と「男気（おとこぎ）」の「女」と「男」の漢字の頭（冠）或る動物名のカタカナを付け

ると元語と違った意味の漢字になるからこれ又不思議です。その動物は馬（ウマ）。ウ冠に女心で「安心」に、

マを男気の頭に乗せると「勇気」に変わりました。はたして女心は安心で男気は勇気なのでしょうか。 

○女が３人寄れば「かしましい」。昔漫才でかしまし娘がいましたが、「姦」しいは「貫通」の姦でこわいですね。 

○男が３人寄ると、謀りごとなどの謀（たば）るとなります。やはり女は狙われているのでしょうか。 

＊姦を男３つにした漢字です。 

○遂に不安が現実に。「嬲」る。なぶる・いたぶる・もてあそぶ意味の弄（なぶ）るです。つきまとう意味もありまる

でストーカーですね。 やっぱり、男気は「勇」気なんかでなく「マ男」の「魔男か間男」で、女心は男に安心でき

ない動物であることが漢字で証明されました。 

香野好勇        好太川柳         フォト川柳 「共白髪アレ、ホレ、ソレと浜に出る」 

新社員にわか仕込みの腰を折る      

目の奥のあの日の君は水模様        

青き日の夢失せ八十路夕日影 

病床の母の涙か流れ星          

目の奥の君は揺れてる風になる 

金払い見せる男の心意気          

才能の開花余命と渡り合う          
 

 
平井幸雄          漢字と英字の合体文字 
 
２０２０の東京オリンピックに向け、日本の漢字文化を世界に通用するよう、英字を入れ込ん だ漢字に
変換してみました。何となくそんな感字に見えませんか? 

 

こんな漢字も英字ゃないか？ 英漢字はえー感じ 
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片岡 隆      暴笑老人のよれよろよたよせの話 

この足袋は、拙品が「今月の一笑」に付され、腫れガマしく存じます。一掃、剣山に禿見ます。

ということで、恥も外聞もあるものか。思いのままを言い散らす。タブーはバリバリ、ヒンシュク

ただなら買ってやる。後は野となれ山となれ。アーホイホイっと。 

★６月９日退位特例法が参院可決。特例法扱いに妥協した野党の心理を嘆きの狂歌で 

先例と なり得るなんて 当たり前 挙げたこぶしを ここぞと下ろす  

★加計学園問題で怒りの狂歌（官邸のお偉いさんが言うたらしいこと） 

上位だぞ 獣医不足の 筋書きだ ペットも喜ぶ 邪魔すりゃクビだ 

★森友学園と加計学園（かけが食えん）の共通点 

具なきそば かけもりともに 食えませぬ 

★ＴＶレポーター：6月1日、トランプ大統領がパリ協定からの離脱を表明しました。 

認知症の賭博依存患者：オレもパリ競艇に行きたい。早くここを出してくれ！ 

 

曽田英夫              狂歌NEW門    

● 真面目になろう 形だけでも 

悪老人 言われたくない 周りから 真面目になろう 形だけでも 

電車では 両手吊り革 握りしめ 真面目になろう 形だけでも  

職場では 女性ばかりで 監視され 真面目になろう 形だけでも 

あと何年 仕事するのか 分からない 真面目になろう 形だけでも  

● 楽しくやろう 笑顔笑顔で  

乾杯で カチンとグラス 割れてもた 楽しくやろう 笑顔笑顔で 

居酒屋で ばったり知った 美女に会う 楽しくやろう 笑顔笑顔で 

5時が来た 仕事途中で さようなら 楽しくやろう 笑顔笑顔で   

作品が なかなかできず 頭掻き 楽しくやろう 笑顔笑顔で    

● 気力でもった 今日も一日  

朝起きた 太陽が照り 輝いた 気力でもった 今日も一日 

昼休み たまに豪華な ランチ食い 気力でもった 今日も一日  

帰りには 一駅歩き 橋渡る 気力でもった 今日も一日  

 
門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
 

持ち駒は嘘と強弁安倍将棋 （朝日川柳 6月 24日掲載） 

ヒステリー こんな選良 ミステリー 

殊勝な心がけだけの謝罪 安倍総理 

ガンバンに偽り有り 内閣府 

 

♪萩生田の野心も 人事権 知らぬ装い 疑わし  

長閑なりや 官邸の空 安倍はあるじ 加計は友  

おおわが職務よ 楽しとも たのもしや♪（埴生の宿） 

過半数割れを肝にメイじます 英首相 

サニブランは多田ものじゃない 

凶器持参で来られてはケヤキじゃない 

本物の 一強見せる １４才 
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柴本 和夫              言葉の研究                                 

1．ハワイ旅行～カウワイ島での会話 

①ハワイのレイは花だけで、葉はなぜないのか？ 

 ・花だけで、葉はいらないから ⇒ 葉はいい ⇒そしてハワイに変化した 

②灯台のある岬にアホウドリが生息していた 

 ・ハワイに生息するアホウトリ・・・その名前は＝コアホウトリ 

  ・大阪に生息するアホウドリ・・・・その名前は＝ドアホウドリ 

③ハワイの観光地 ・日本には【いろは坂】がある ⇒ でもハワイには【アロハ坂】はなかった 

２．時事問題 

 ①毒アリのニュースにヒヤリ・・・・ヒヤリとした蟻の名はヒアリ カベに耳あり 神戸にヒアリ 

 ②芸能人が麻薬にはまる理由・・・役（薬）が欲しいから  

   大麻栽培・・役作りに夢中 薬が満ち足りている・・・やくみつる 

 ③森友・加計問題に悩む安倍首相の姿とは  

     そばの注文に悩む首相の姿である・・・【もり】と【かけ】で悩む 

 ④人間の行動心理学     ・昔の行動は・・・損得勘定で動いたもの 

               ・今の行動は・・・忖度感情が支配する 

 ⑤かくさ社会とは   ・人間の世界＝格差社会・・人生の価値は経済力 

             ・ヤドカリの世界＝殻差社会・・・殻の大きさがその個体の価値を規定する 

高木正明    コミックどどいつ瓦版 No.311 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

国家戦略 聞こえはいいが ご意向・忖度・エコヒイキ  
批判されたら レッテル貼りや 印象操作と 言い掛かり  
開き直った ヤケクソ詭弁 獣医学部を 全国区  
嘘がばれても 恥じない強気 人格攻撃 負け惜しみ  
関与あったら 総理も辞める 事程左様に これも嘘  
秘書をハゲ・クソ 暴言・手打ち 豊田真由子の 罵詈雑言  
資質欠如で 鳴らした女史の 稲田朋美が また奇演   
有った無かった 無かった有った マジック管理の 公文書  
築地守って 豊洲も生かす あっちこっちに 咲かす百合  
過労死ラインで 頑張る教師 教育時間を 削る事務  
モリ・カケ騒ぎや 政争騒ぎ 上野はパンダで 大騒ぎ  
不法侵入 アカカミアリや 毒蟻ヒアリや ありゃ怖い  
クマのプーサン 版権切れて 買い手あまたの 人気者  
選手集めに 大金使い それでも連敗 するチーム  
藤井四段は 上位も破り 連勝トップへ 進む駒（１４歳） 
  

吉永こ百合（尾垣聡子）  こ百合のひとりごと ～ はめ字「あやめ咲く」    
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森昤二  森先生の『駄洒落節だよ 人生は！』  駄洒落 に練りこんだ 珠玉の経営訓・人生訓 

（焼津の偉才 天才笑刻家  岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶死級 傑作選－５ 

（選者 兼 コメンテイタ― ：森 昤二   編集 ：鈴木 登）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高畑傳（二柳亭転失気奴）   ニヤーと笑う ブラックジョーク風作品ですが？ 

 

❶初めての天気予報は明治１６年に始まる。その予報文は「全国一般、風ノ向キハ定マリ無シ。 

天気ハ変ワリ易シ。但シ雨天あり」アリャマー、コリャマー全く予報になっていませんね！？  

でも嘘でもない！ 

❷前文部省政務次官が有ったと主張する文章を無いものとし、前次官がキャバクラに出入りした人格 

的に問題だとして、彼の発言はすべて無視する！？しかし世論不利と見るや、再調査する、３転、 

４転。人格的に大変良くない内閣側は信用できませんね。 

しかしそんな、内閣に一票入れたのは誰だ？ それはね他に入れたい人がいないからよ！  

だから俺は棄権したのよ⇒投票率４０％の日本優良国民！？ 

❸戦前の教育勅語にも、国民代表者が質問しても、自分に不都合な場合には 質問に３回も返答せず、 

質問者の欠点を探り続けよとは書いてありませんよ！ アーヤニナッタ！ ジャニナッタ！  
国会議長は何故注意しないのか、それはね、議長も一強総理に「忖度

そんたく

」する家来なのだよ！  
わかる！？ 更に報道機関を抑え、与党員は勿論、国民に仕える公務員まで家来にして、やりたいこ 
とやっている。 
ジョークサロンでこんな話をしていると、組織犯罪処罰法改正（共謀罪）で捕まるぞ！  
私も首相への「忖度

そんたく

」です。  
「昔話です、昔々日本国は非立憲、非民主主義国にしてしまった総理ありき」お粗末 
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）      同音異義川柳 no.2 

 

 

上の空組 印南博之    大娯解    雨降りお月さんは見えません 

・床屋さんへ行きましょうおじいさんアハハ産毛剃りにアハハ 

・ふんどし一万尺カットしたらば何人分！ 

・高い処ですると良う出る ヨーデル 何が出るノ？ 

  ・ピッケルとロープをお買い上げの方に断崖を差し上げます、 マ 小サイ石ころですけどね 

・キミ ヒマラヤヘ行くんだって？  イヤ平山さんチへ 

・おお撒き場はみどり  いいね！牧場は          いいえカボチャの種蒔きでして 

・山小舎のともし火は  はい太陽光発電システムです 

・明日浜辺をさまよへば     ３時間歩いて５円玉一個見っけ         

・美味しそうな烏賊ねえ    奥さんは「トロイカ」初めて？ 

・今日は釣れないねえ  お客さんがひとりぼっちじゃあねえ 

・もうし相撲部の諸君 ふんどし姿は立ち入り禁止です「。 

 

佐藤俊一             どこの・どどいつ・返歌球       

■人気俳優・小出恵介の淫行騒ぎ。 

男と女の 間の川を コイデいったら 泥の舟 

ひと夜遊んで すべてを失くす 高ネに過ぎた コイデした 

何ていうだろ 赤塚センセは ♪コイデいいのだ ん!?ニャロメー    

■都議選応援で稲田防衛相が失言…。 

またもぬかった 稲田しつげん どこまで続く ぬかる身ぞ 

■暴言議員・豊田真由子の異名はピンクモンスターだって。 

ボーゲンも スキーだったら 許されるけど まゆにツバする 大暴言 

スキーならボーゲンくらいはOKだけど  

ソリが合わなきゃ 暴力よ （好きーでも暴言はヤダっ！） 

■加計学園。ふってわいた学園紛争 

総理のふところ 内カクえぐりゃ 強しんぞうも 焦り気味 

罪は忖度 したヤツにあり!?  とかげの尻尾も ぶち切れそ 

まずは初動に ごまかしありき 殊勝（首相）な方とは 思えんわ 

■湿布薬を間違って買ってしまった…。 

湿布薬 冷感欲しくて 温感買った そんなわたしは 鈍感か 

下で女房が「ビン・カン捨ててー」 

◎ おかしくっても 

運動し お菓子食っても 太らない 

盲腸で 可笑しくっても 笑えない 

◎ よっていったら 

人妻に 寄って行ったら 蹴とばされ 

告白を 酔って言ったら シカトされ 

◎ けがないために 

脱毛は 毛がないために 安上がり 

旅行中 怪我ないために 外に出ず 

 

◎ ふるさとこいし 

年取れば 故郷恋し なぜ募る 

この庭は 古さと小石 売り物だ 

◎ さけたらよいと 

食い合わせ 避けたら良いと 医者も言う 

北国じゃ  鮭・鱈、酔いと 共にあり 

◎ たよりないから 

元カレは 頼りないから 乗り換えた 

今カレは 便りないから 乗り込んだ 
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  ＊二次会ニュース：大鳥羽裕太郎さん 

  の父上は、門口泰宣さんの高校の先輩 

  ということが判明しました。驚いた後 

は、みんなでそんな偶然に乾杯！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年6月6日～7月13日 

鈴木登、尾垣聡子（吉永こ百合）、大石脩、浜田頓坊、森昤二 

 送付先 〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11  野本浩一宛 

℡＆fax 03-3753-7725（faxはam9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

☆郵送希望の方は 上記 野本宛、82円切手15枚を送付下さい。 

☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/ ＊是非、訪問して下さい。 

★2017年6月28日例会参加者  

高木正明、大鳥羽裕太郎、印南博之、佐々木裕子、野本浩一、片岡隆、曽田英夫、森昤二、佐藤忠恕 

門口泰宣、柴本和夫、高畑傳 

＊先月ハワイ旅行のため欠席した柴本金鳥から、ハワイ報告がありました。 

＊またドイツ旅行へ同じ日、同じ飛行機で飛び立った大鳥羽さん＆野本変集鳥から、洒落混じりの報告が 

ありました。ジョークサロンのジョークも国際化したと感じられる例会になりました。 

＊参加者が少なかったので、二次会のビール・お酒が早く飲めるという楽しみがありました。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場18：00 （例会参加費：男性1000円、女性500円 ） 

8月23日（水） 千代田スポーツセンター７階 第２集会室 

9月27日（水）、10月25日（水）、11月27日（水）、12月20日（水）・・・・ 

＊8月以降も千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 で開催予定です 
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